
 

 

 

 

仲良しフェスティバル2017 (U-８/９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成 29年 11月 12日（日）9：00～（U-8） 

                        13：00～（U-9） 

会場 ： 金沢市城北市民運動公園 クライフコート 

主催 ： 仲良しスポーツ少年団 

協賛 ： ＩＫＥＳＰＯ金沢 
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【名称】  

 

仲良しフェスティバル 2017 

 

【目的】  

 

サッカーを通じ参加チームとの交流を深め、技術の向上を図るととともに、

心身の健全な育成に努める。 

 

【カテゴリー】  

 

Ｕ－９（３年生主体）、Ｕ－８（２年生以下主体） 

 

【参加費】 

 

 Ｕ－９ 3,000円 

Ｕ－８ 2,000円 

 

（当日、大会本部にてお支払いください。） 

 

【開・閉会式】 

  

  開会式は行いません。閉会式は決勝戦終了後に「全チーム参加」で行いま

す。 

 

【お問い合わせ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

仲良しスポーツ少年団 事務局 

info@nakayoshiss.com 
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＜大会要項＞ 

 
１ 競技規則 

① 試合形式       リーグ戦方式 

② 競技時間       １２分 

③ 競技人数       ６人制 

④ 交代         自由な交代、人数制限なし 

⑤ 審判         １人制（資格の有無は問わない） 

⑥ クライフ財団の「ストリートサッカールール」(金沢市サッカー協会 

ＨＰにて入手可能)を基本に一部ローカルルールを採用 

 

２ 勝敗及び順位決定 

  勝点（勝：３点・引き分け：１点・負者０点）の合計で順位を決定する。 

  勝ち点の合計で順位が決しない場合は、得失点差→総得点→該当チームの

勝敗→ジャンケンにより決定する。 

 

３ 表彰 

   優勝              賞状・ブロンズ 

   準優勝             賞状・ブロンズ 

 

４ 参加上の注意 

① 参加者はスポーツ傷害保険に加入済みであること。 

② 各チームは２名以上の審判員を伴って参加してください。 

③ ユニフォームは異色のものを２着用意してください。（ビブス可） 

④ 大会中に発生した負傷、疾病については、各参加チームの責任において 

処置してください。 

 

５ 駐車場のマナー 

① 駐車時には車両の見えやすい場所に「チーム名」を表示してください。 

  ② 会場周辺道路などでの違法駐車は厳禁です。 

  ③ 駐車場内における事故及び盗難、紛失につきましては、各自の責任と

なります。 
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６ その他 

  ① メンバーチェック、ユニフォームチェックは行いません。（ユニフォー

ムが同色の場合は、事前に該当チームによる確認を行ってください） 

  ② 試合開始のアナウンスはいたしませんので、各チーム、スケジュール

に従って、行動願います。 

  ③ トイレに行くための道路横断の際には十分注意願います。 

  ④ 会場にて出ましたゴミにつきましては、各チームで責任を持って 

    お持ち帰りください。 

  ⑤ 選手のシューズは「固定式ポイント」とし、「スネあて」を必ず着用の

こと。 

  ⑥ 当該試合中の控え選手はＦＰと異色のビブス・上着着用のこと。 

  ⑦ 喫煙は所定の場所のみでお願いします。 

  ⑧ 荒天の場合の中止は本部が決定する。 

（中止の連絡は、担当者様の携帯電話へ、「前日」または「7：00頃」に

ご連絡させていただきます。） 

  ⑨ 雨天の場合、試合時間の短縮・中止にすることがあります。また、雷

等が発生した場合は、速やかに中断します。 

  ⑩ クライフコート内での飲料は水のみでお願いします。 

  ⑪ 防寒対策をしっかり行い、体調管理に気を配ってください。  

   

７ 参加チーム 

 ＜Ｕ－９＞  

 ・羽咋ＦＣジュニア 

 ・菊川ＦＣジュニア 

 ・川北ＦＣジュニア 

 ・アカシアサッカースポーツ少年団 

 ・仲良しスポーツ少年団 

 

＜Ｕ－８＞ 

・ＦＣフェリーススポーツ少年団 

・中条サッカースポーツ少年団 

・森本サッカースポーツ少年団 

・根上サッカークラブ 

・仲良しスポーツ少年団 

                    以上１０チーム【順不同】



森本 中条 ﾌｪﾘｰｽ 仲良し 根上 勝点 勝 負 得 失 差

森本

中条

ﾌｪﾘｰｽ

仲良し

根上

試合時間 審判

① 9:00 森本 ＶＳ 中条 ﾌｪﾘｰｽ

② 9:15 ﾌｪﾘｰｽ ＶＳ 仲良し 森本

③ 9:30 根上 ＶＳ 森本 仲良し

④ 9:45 中条 ＶＳ ﾌｪﾘｰｽ 根上

⑤ 10:00 根上 ＶＳ 仲良し 中条

⑥ 10:15 ﾌｪﾘｰｽ ＶＳ 森本 仲良し

⑦ 10:30 仲良し ＶＳ 中条 ﾌｪﾘｰｽ

⑧ 10:45 根上 ＶＳ ﾌｪﾘｰｽ 中条

⑨ 11:00 仲良し ＶＳ 森本 根上

⑩ 11:30 中条 ＶＳ 根上 森本

終了後
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12分　１本

対戦カード

閉会式



菊川 ｱｶｼｱ 仲良し 羽咋 川北 勝点 勝 負 得 失 差

菊川

ｱｶｼｱ

仲良し

羽咋

川北

試合時間 審判

① 13:00 菊川 ＶＳ ｱｶｼｱ 仲良し

② 13:15 仲良し ＶＳ 羽咋 菊川

③ 13:30 川北 ＶＳ 菊川 羽咋

④ 13:45 ｱｶｼｱ ＶＳ 仲良し 川北

⑤ 14:00 川北 ＶＳ 羽咋 ｱｶｼｱ

⑥ 14:15 仲良し ＶＳ 菊川 羽咋

⑦ 14:30 羽咋 ＶＳ ｱｶｼｱ 仲良し

⑧ 14:45 川北 ＶＳ 仲良し ｱｶｼｱ

⑨ 15:00 羽咋 ＶＳ 菊川 川北

⑩ 15:15 ｱｶｼｱ ＶＳ 川北 菊川

終了後
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対戦カード

閉会式

12分　１本
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【会場】 

 

金沢市城北運動公園 クライフコート 

〒851-3214 石川県金沢市磯部町地内 

 

 

 

城北運動公園 

クライフコート 

【試合会場】 クライフコート 

【駐車場】 

砂利の駐車場があります。こちらへ駐車してくださ

い。交流広場前の駐車場は利用しないようお願い

いたします。 
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協賛 

 

 


